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歯　科医科（診療科目などは、お問い合せのうえお出かけください。）

 

休

日

診

療

【受付時間】
午前１０時～午後４時

午前１０時～正午
午後１時～４時
午後５時～９時

午前９時
　～午後５時

午前９時　　
　～午後１０時

診療
時間

浅野第三歯科
診療所
芝久保町
２－１９－１２
札４６８－８７１４

佐野歯科医院
富士町
４－１９－１１
川本ビル２階　
札４６８－７６４８

西東京市休日診
療所
中町１－１－５
札４２４－３３３１

※上記診療所で
は、歯科診療は行
っていません。
※受付時間は、各
診療終了時間の３０
分前までです。

畑中医院
南町
３－２２－８
札４６１－３２０９

保谷厚生病院
栄町
１－１７－１８
札４２４－６６４０

６日

岩田歯科医院
向台町
６－１６－４
札４６５－４５０７

富士町歯科ク
リニック
富士町４－１８－
１１　富士町ビル
地下１階
札４６８－２９００

保谷内科呼吸
器科クリニッ
ク
住吉町
６－１－２６
札４５８－７８７０

西東京中央総
合病院
芝久保町
２－４－１９
札４６４－１５１１

１３日

健康イキイキ健康イキイキ！！

※健康保険証、診察代をお持ちください。

問い合わせ申し込み方法な
ど内容な

ど対象・定員日時・場所事業名

健康年金課
成人保健係

札４３８－４０２１

市内指定医療機関で接種され
る方は健康保険証持参のうえ
直接お出かけください。市外
での接種を希望される方は、
お問い合わせください。

費用：２，２００円
接種回数：期間中１回

①接種時に満６５歳以上の市民
②接種時に満６０～６４歳までの市民で心
臓、じん臓もしくは呼吸器の機能また
はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の
機能に障害者手帳１級程度の障害があ
る方

１月３０日松まで
市内指定医療機関

個
別

６５歳以上
季節性インフル
エンザ予防接種

一
般

随時、詳細はお問い合わせく
ださい。
※参加にあたっては主治医の
意見書が必要になります。

心身機能の維持向上に必要な
訓練、腰痛や膝の痛みを緩
和・予防するための訓練な

ど

脳血管疾患や整形外科疾患により心身
の機能が低下している４０～６４歳の方
で、改善に向け意欲のある方

週２回（月・水曜日）で６か月間
保谷保健福祉総合センター

健康づくり・
リハビリ教室

前日までに電話予約
糖尿病の基礎知識、食事のと
り方に関する話
講師：保健師、管理栄養士

糖尿病もしくは境界域で食事療法をこ
れから始める方および家族／１０人（申
込順）

１２月４日晶午前１０時～１１時３０分
田無総合福祉センター糖尿病講座

２日前までに電話予約
栄養・食生活について管理栄
養士よる相談市民の方／各日５人（申込順）

１２月９日昌午前９時～正午
田無総合福祉センター

栄養相談
３日前までに電話予約１２月１４日捷午後１時～４時

保谷保健福祉総合センター

２日前までに電話予約

生活習慣病や日常生活に関す
ること、からだや心の気にな
ることについての保健師によ
る健康相談

市民の方／２人（申込順）１２月１１日晶午後１時３０分～３時３０分
田無総合福祉センター

からだと心の健
康相談

直接会場にお越しください

メタボリックシンドロームの
問題点とその予防法につい
て、医師および管理栄養士の
話。講師：末定弘行さ

ん（西東京
中央総合病院副院長）

メタボリックシンドロームや生活習慣
病が気になる方／５０人

１２月２日昌午後１時３０分～３時３０分
田無総合福祉センター

メタボリックシ
ンドローム講演
会

子ども家庭支
援センター母
子保健係

札４３８－４０３７

新型インフ
ルエンザ予
防 のため、
当分の間母
子保健関連
の健診等に
お越しの際
は各自マス
クを持参し
てください。

母と子の健康ファイル（母子
健康手帳交付時に配布）に同
封の赤ちゃん訪問はがき（出
生通知票）を郵送。電話でも
可

赤ちゃんの体重測定、発育・
発達状況の確認、授乳相談、
お母さんの体調などの相談に
応じます

赤ちゃんが生まれた全ての家庭電話で日程調整
家庭に助産師または保健師が訪問

赤ちゃん訪問
（新生児・産婦訪
問）

子
ど
も

当日、直接会場へ

個別相談（育児・遊び方・栄
養・歯科・母乳・お母さんの
健康等）、体重・身長計測
持ち物：母子健康手帳、歯科
相談希望の方は歯ブラシ

乳幼児と保護者１２月７日捷午前９時３０分～１１時
保谷保健福祉総合センター育児相談

当日、直接育児相談受付へ
※育児相談をご利用の方は、
１回目の講座にご参加くださ
い。

『歯がはえてきたね』
歯が生えてくる頃のお手入れ
の方法な

ど

７～８か月のお子さんとその保護者の方
／各回とも先着１５組

１２月７日捷
１回目：午前１０時１０分～１０時４０分
２回目：午前１０時５０分～１１時２０分
保谷保健福祉総合センター

子育て講座
※育児相談と同じ
会場で開催

予診票は生後２か月になった
月末にお送りしている「予防
接種のお知らせ・予診票綴り」
に入っています。
転入等で予診票をお持ちでな
い方は事前に子ども家庭支援
センター母子保健係までご連
絡ください。

持ち物：母子健康手帳、予診
票、荷物をまとめるための袋
注意事項：「予防接種のお知ら
せ・予診票綴り」を必ずご覧
ください。
会場の都合により、車での来
場はご遠慮ください。

生後３か月～生後９０か月未満でまだポ
リオ接種を２回済ませていないお子さ
ん

１２月８日昇・９日昌
受付：午後１時１５分～２時
保谷保健福祉総合センター

ポリオ
１２月１５日昇・１６日昌
受付：午後１時１５分～２時
田無総合福祉センター

生活機能評価（介護予防健診）
～受診は１２月末まで～

　場 市内指定医療機関
　内 日常生活を維持していくために必要な心身の能力（生活機能）を調
べます。健診後、生活機能の低下がある方へ高齢者支援課または地
域包括支援センターから介護予防講座をご案内します
□申込みが必要な方　３月３１日時点で、６５歳以上で健康保険組合・
共済組合などの加入者、生活保護受給者※被保険者証をお持ちの
方は申込み不要（介護保険の要支援・要介護認定者は非対象）。
　申 はがきに、「生活機能評価希望」・氏名・住所・生年月日・電話
番号・加入している健康保険名または生活保護を明記し、１２月１１
日晶（消印有効）までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援課地域
支援係へ郵送。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

接種回数優先接種対象者
１回接種妊婦の方
１回接種※注基礎疾患のある方

２回接種
1歳から未就学児までの幼児
小学校１～３年生

「新型インフルエンザワクチン「新型インフルエンザワクチン」」の接種回数が変更になりましたの接種回数が変更になりました！！

　接種が始まってい
る方は妊婦、基礎疾
患のある方、幼児で
す。１２月７日捷から
は、小学１～３年生
の新型インフルエン
ザのワクチン接種が
開始されます。

１２月２６日まで土曜日のみ「新型インフルエンザ
の臨時診療所」の開設を延長します！！
　急に発熱した方が受診できるよう
に、西東京市医師会の協力を得て、臨時
の診療所を開設してきました。新型イ
ンフルエンザの流行状況から、受診者
が多い土曜日の午後のみ、１２月２６日松
まで臨時診療所の開設を延長します。
　時 １２月２６日松までの土曜日
　午後３時～５時
　場 西東京市休日診療所（中町分庁舎）　
（中町１－１－５・札４２４ー３３３１)
　対 インフルエンザを疑って受診を希望
する市民の方

【お子さんの受診】臨時診療所には小児
科専門医がいませんので、受診可能か
どうか事前に電話でご相談ください。
また、多摩北部小児初期救急医療で実
施する多摩北部医療センター（札０４２－
３９６－３８１１　月～金曜日午後７時３０分
～１０時３０分）や、佐々総合病院（札４６１－
１５３５　月・水・金曜日午後７時３０分～１０
時３０分）を利用することができます。
　受診方法について事前に相談してか
ら受診しましょう。
◆健康年金課 　保 （札４３８ー４０２１）

※注：著しく免疫反応が抑制されている方は、かかりつけ医師
　と相談のうえ、2回接種が可能。

厚生労働省１１月１１日昌発表

　今後の優先接種対象者となっている方の接種開始日と接種回数は、決定次第
順次お知らせします。
◆健康年金課 　保 （札４３８ー４０２１）

小学校低学年は１２月７日捷から接種が始まります


